
公共交通の利用に関する

アンケート調査にご協力ください

【アンケート回答にあたって】

　五城目町地域公共交通協議会と五城目町では現在、共同で地域の皆さまの移動手
段として、将来的にも持続可能な公共交通を目指すため、「公共交通のあり方」の検
討を進めています。
　今後の検討を進める上で、実際に町内公共交通をご利用いただいている皆さまの外出
の実態や公共交通の利用状況などを把握することが重要であると考えており、そのよう
な趣旨から公共交通利用者を対象としたアンケート調査を実施することとしました。
　より良い公共交通を築いていくためには、皆さまの多くの声が必要となりますので、
本調査の趣旨をご理解いただき、ぜひともご協力を賜りますようお願い申し上げます。

回答締切

令和３年７月１６日（金）

アンケートは以上で終了です。

回答済みのアンケートは令和３年７月１６日（金）までに提出をお願いします。

ご協力いただきありがとうございました。

１． 男性  2． 女性

１． 18 歳以下 ２． 19 ～ 29 歳 ３． 30 ～ 39 歳 ４． 40 ～ 49 歳

５． 50 ～ 59 歳 ６． 60 ～ 69 歳 ７． 70 ～ 79 歳 ８． 80 歳以上

１． 会社員 ・ 公務員  ２． 自営業  　　　　 ３． 学生  

４． パート ・ アルバイト ５． 主婦 （主夫）  　　　　 ６． 無職  

７． その他 （     　　　　　　　　　　　　　　　　　）

性　別

年　齢

職　業

居住地

あてはまる番号を１つだけ○で囲んでください。 また、 回答欄にご記入ください。

問４ 最後にあなたご自身についてお聞きします

問３ その他公共交通についてご意見があればご記入ください

１． ある　　　　　　　　　　　　２． ない　　　　　問３へ

問 2-2　今回利用した路線以外に外出手段はありますか？（１つに○）

　「ある」と回答した方はあてはまる外出手段を教えてください（あてはまるものすべてに○）

○調査の実施主体・調査票の返送先・お問い合わせ先
　【五城目町地域公共交通協議会 事務局】 

　五城目町 まちづくり課 公共交通担当  TEL：018-852-5361

○この調査について不明なことがあれば下記にお問い合わせください。

 １． 自家用車 （自分で運転）  ２． 自家用車 （家族等の送迎）

 ３． 五城目線 （路線バス）  4． 南秋地域広域マイタウンバス  

 5． 乗合タクシー  6． 広域デマンドタクシー 

 7． 鉄道  8． タクシー 

 9． バイク ・ 原付 10． 徒歩 ・ 自転車

11． 施設の送迎車両 ( サービス名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

12． その他 （具体的に ： 　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〇 本アンケート調査は
　調査期間中 1回のみ回答をお願いします。

〇 回答後は、締切日までに提出するか、右の
　QR コードを読み込むことでWEB 上での回
　答が可能です。

ここから
アクセス！！

↓

五城目町地域公共交通協議会

１． 五城目地区  ２． 森山地区   ３． 馬場目地区

４． 富津内地区  ５． 内川地区   ６． 大川地区

７． 馬川地区 

８． 五城目町以外　（市町村名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 
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 問１　公共交通の利用について教えてください

１． 五城目線 （路線バス） 2． 南秋地域広域マイタウンバス 3． 乗合タクシー馬場目線 

4． 乗合タクシー内川線 5． 乗合タクシー富津内線 6． 広域デマンドタクシー 

7． わからない

問 1-1　今回利用した公共交通の路線名は何ですか ？（１つに○）

 １． 買物 （食料品など） ２． 買物 （服飾品など） ３． 通院 ・ 通所

 ４． 通勤　（業務中の移動を除く） ５． 通学 ６． 業務 （通勤以外）

 7． 家族、 友人 （知人） に会う 8． 娯楽 ・ 趣味 9． 講習会 ・ セミナー

10． 金融機関 （銀行 ・ 郵便局） 

11． その他 （具体的に ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

問 1-2　今回の外出目的は何ですか？（あてはまるものすべてに○）

あてはまる番号を○で囲んでください。 また、 回答欄にご記入ください。

調査票を受け取った日の移動の状況についてお答えください調査票を受け取った日の移動の状況についてお答えください

以降は以降は今日利用した公共交通以外も含めてお答えください

 問２　町内の公共交通に対する意見を教えてください

 １． 乗合タクシー馬場目線

 2． 乗合タクシー内川線

 3． 乗合タクシー富津内線

 4． 広域デマンドタクシー

 5． 五城目線 （路線バス）

 6． 南秋地域広域マイタウンバス 

 7． 鉄道

 8． その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 

 9． 乗り継ぎ利用はしていない

【乗り継いだ市町村】

　1． 五城目町

　2． その他市町村 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【乗り継いだバス停名】

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　

【乗り継いだ時間帯】

（　　　　　　　　　　　　　　 時台）　

問 1-4　今回利用した路線から他の路線や鉄道に乗り継ぎましたか？（１つに○）

問 1-3　今回乗り降りした“バス停名”または“場所”、乗った時間帯を教えてください

              ＊「行き」と「帰り」を利用した場合は、両方とも記入してください

【目的地①】 （  町内  ・  町外  ）　、 （施設名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【目的地②】 （  町内  ・  町外  ）　、 （施設名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【目的地③】 （  町内  ・  町外  ）　、 （施設名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【     例     】 （  町内  ・  町外  ）　、 （施設名 ： 　　　　　　　　　千葉内科医院　　　　　　　　　）

１． 週５日～ほぼ毎日 　　     ２． 週３日～４日程度

３． 週１日～２日程度        ４． 週１日未満

問 1-5　問１－2 で回答した外出目的の具体的な目的地を教えてください

             ＊目的地が複数ある場合には重要な順に３つまで記入してください

問 1-6　今回利用している路線を過去 30 日以内にどの程度利用しましたか（１つに○）

【行き】

時間帯

乗　車

市町村 バス停名または場所

1． 五城目町

2． その他市町村

（　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　）
時台

降　車

市町村 バス停名または場所

1． 五城目町

2． その他市町村

（　　　　　　　　　　　　　）

【例】
1． 五城目町
2． その他市町村
（　　　　　　　　　　　　　）

自宅前
五城目
バスターミナル

（　　　　　　）
時台

1． 五城目町
2． その他市町村
（　　　　　　　　　　　　　）

【帰り】

1． 五城目町

2． その他市町村

（　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　）
時台

1． 五城目町

2． その他市町村

（　　　　　　　　　　　　　）

7

１． はい　　　　　　　　　　　　２． 特にない　　　　　裏面へ

問 2-1　公共交通を利用する上で不便に感じることはありますか？（１つに○）

6． 目的地からバス （または南秋地域広域
　　　マイタウンバスや乗合タクシーなど） に乗る場所
　　　が遠い

５． 目的地まで直接運行していない

7． 待合い環境や時刻表等の表示を改善してほしい

４． 南秋地域広域マイタウンバスや乗合タクシー等、
　　　他の路線との乗り継ぎ時間が合わない
     例） 乗り換えに４０分も時間が空く　など

３． 鉄道との乗り継ぎ時間が合わない
　　　例） 乗り換え時間が１０分しかなく不安　など

２. 目的地から 「帰り」 の公共交通の運行時間
　　 が合わない

１． 「行き」 の路線の運行時間が合わない

具体的な目的地は？　  　　　

具体的な目的地は？　  　　　

具体的なバス停は？　  　　　

最適な表示 ・ 待合い環境は？　  　　　

8． 支払い方法が公共交通ごとに違う 最適な支払い方法は？　  　　　

具体的な時間帯は？　 　 　

乗り換えたい路線名は？　 　 　

乗り換えたい場所は？　 　 　

乗り換えたい時間帯は？　 　 　

利用したい時間帯は？

利用したい時間帯は？

具体的な目的地は？　  　 

時台

時台

時台

時台

時台

［行き］［行き］

［帰り］［帰り］

「はい」と回答した方は不便に感じている番号に○（複数可）を付け、具体的な改善要望の回答をお願いします。
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9． 上記以外に不便に感じていることがあればご記入ください

裏面へ


